
 

  平成２９年度事業報告 

 

１．オフィスビルの事業環境と当協会の事業活動 

（１）経済状況と都内のビル市況 

 平成２９年度は、緩やかな回復基調が続くなか、１１月に第４次安倍内閣が発足し、「人

づくり革命」と「生産性革命」という方針のもと、少子高齢化を乗り越え、デフレからの脱

却と経済再生施策の確実な実現が重要課題となった。 

 都内のビル市況は、テナント企業の好調な業績を反映して、既存ビルの平均空室率が低下

傾向を示すとともに平均賃料が小幅に上昇した。 

 

（２）東京の政策課題と協会の事業展開 

 政策面では、国際的な都市間競争の激化が想定される中にあって、持続的な成長を遂げる

ためアジア・ナンバーワンの国際金融都市に高めること、首都直下地震などに対応した高度

な防災機能の実現、地球環境問題、多様な働き方や生産性向上に資するインフラとしての機

能充実などが大きな課題となった。 

 平成２９年度において、当協会は (一社)日本ビルヂング協会連合会（以下「連合会」という）の中

核団体としてビル業界が当面する諸課題を踏まえつつ、東京の政策課題に的確に対応して以下

のとおり事業を展開した。  

 

２．政策活動 

（１）国に対する税制改正・予算要望活動 

「平成３０年度税制改正・予算要望」について税制・企業経営委員会を中心に検討し、連

合会と連携して以下の要望を行なった。 

①商業地等に係る固定資産税・都市計画税の特例措置の延長 

②国家戦略特別区域における特例措置の延長 

③国際戦略総合特区における特例措置の延長 

④土地に係る不動産取得税の特例措置の延長 

⑤工事請負契約書及び不動産譲渡契約書に係る印紙税の特例措置 

⑥建築物に係る多重課税の見直し対策 

⑦市街地再開発事業のための支援の拡充 

⑧既存ビルにおける省エネ改修投資促進のための支援の拡充 

⑨ビルにおける耐震性能向上に資する事業への支援の拡充 

⑩代替フロン削減に対応する冷媒及び空調機器に関する支援の実施 

 

 

   



 

これらにつき、「平成３０年度税制改正大綱」では、最重要項目である固定資産税の特例

措置の延長をはじめ、すべての税制延長要望項目（①～⑤）が盛り込まれた。 

≪参考資料１≫  

また、「平成３０年度政府予算案」において、予算要望項目（⑦～⑩）が盛り込まれた。 

 

（２）都に対する予算等要望活動 

 「平成３０年度東京都予算等要望」について都市政策委員会を中心に検討し、以下の要望

を行った。≪参考資料２≫ 

 

 （要望の概要） 

①柔軟な都市計画手続きについて 

 ②附置義務駐車場制度の柔軟な対応 

 ③民有地を利用した保育所等整備促進税制の拡充 

 ④用途に応じた河川敷地占用料の減免及び河川空間の利活用促進 

 ⑤エリアマネジメント活動に対する支援 

 ⑥東京都の都市整備に向けた都市開発諸制度等の的確な運用 

 ⑦固定資産税・都市計画税に関する都税条例上の特例措置の延長 

 

（３）政策課題解決のための活動 

①国、都、民間団体の審議会等への委員派遣 

  各委員会の活動を踏まえ、ビル事業に係わる政策立案を行う国の省庁や都の審議会、ビル

事業に関する調査研究を行う民間団体などに委員を派遣し、審議に対してビル事業の実態と

ビル事業者の知見を反映するよう努めた。（別紙１） 

 

②東京都との情報・意見交換  

都市政策委員会を中心として、東京都都市整備局の幹部職員と東京のまちづくり課   

題、ビル事業の推進課題に関する情報・意見交換を行なった。（平成３０年１月） 

 

（意見交換会のテーマ） 

 ①柔軟な都市計画手続きについて 

②附置義務駐車場制度の柔軟な対応 

③民有地を利用した保育所等整備促進税制の拡充 

④用途に応じた河川敷地占用料の減免及び河川空間の利活用促進 

⑤エリアマネジメント活動に対する支援 

⑥東京都の都市整備に向けた都市開発諸制度等の的確な運用 



 

⑦歩行者ネットワークやエネルギーネットワークの道路占用について 

⑧相模トラフへの長周期地震動対策における全体工程提示 

⑨駐輪場附置義務制度について 

⑩日本全国の情報発信ハブ機能の強化 

⑪道路空間における緑の軸の整備等 

 

③東京地下鉄株式会社との情報・意見交換 

 都市政策委員会を中心として、東京地下鉄株式会社と同社の新たな駅周辺プロジェクト計

画に関する意見交換を行なった。（平成２９年１１月） 

 

④オフィスビル経営に係る制度に関する活動 

 ア ビル事業に関連する法改正等への対応   

 税制・企業経営委員会を中心として、平成２９年度に公布された民法（債権関係）改正法

が、公布から３年以内に施行されることを踏まえ、「オフィスビル標準賃貸借契約書」の改

定作業に着手した。 

 

 イ 「オフィスビル標準賃貸借契約書（定期建物賃貸借契約版）」の普及 

 「オフィスビル標準賃貸借契約書（定期建物賃貸借契約版）」の会員等への普及啓発に努

めるとともに、連合会と連携して不動産関係団体で構成する定期借家推進協議会に参画し、

オフィスビルへの定期建物賃貸借制度の普及に努めた。 

 

 ウ ＢＯＭＡ３６０及びＩＰＭＳ（国際不動産面積測定基準）の普及等 

 国際委員会を中心として、「BOMA360パフォーマンスプログラム」（BOMAインターナショ

ナルが実施する優良ビル認定制度）に関する「日本語版申請ガイドライン」を周知し、日本

国内のビルが日本に居ながらにして申請・認定取得できるよう支援に努めた。 

 また、IPMS（国際不動産面積測定基準）に関する算定表についても会員への周知に努めた。 

                          

⑤安全・安心への対応 

 ア ビルの耐震化促進のため、引き続き「耐震化推進都民会議」の活動に参画し、また、   

「特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進に向けた検討委員会」に委員を派遣して都の耐

震化施策の推進に貢献するとともにビル事業者としての意見を述べた。 

 組織・広報活動委員会を中心として、ビルの「広域で防災を考える」をテーマとする講演

会を開催した。（平成２９年９月、別紙２）  

 また、連合会と連携してビルの耐震性能向上支援策の拡充を国に要望した。 

 



 

イ 各種事業継続計画の普及   

 「感染症に対応したオフィスビルの事業継続計画作成ガイドライン」及び「中小ビルのた

めの事業継続計画作成マニュアル」について、引き続き会員への普及に努めた。 

 

ウ オフィスビルの総合的な安全管理 

 a オフィスビルに対するサイバーテロに関する実地演習（開催地：宮城県多賀城市）に参

加して情報収集を行った。（平成３０年２月） 

  b「東京都安全・安心まちづくり協議会」の構成団体としてビル事業者の立場から公共団体

などと共同して都内の防災対策及び治安対策を推進した。 

  c  管理委員会を中心として、オフィスビルの安全に係る課題を検討し、東京オリンピッ

ク・パラリンピックを見据えたバリアフリー施策の見直しについて国の担当官からの説明を

聞く（平成２９年７月）など情報収集に努めた。 

  

⑥地球温暖化対策に関する活動 

ア 国の地球環境施策への対応 

a 地球環境委員会を中心として、平成２９年度より建築物省エネ法に基づく一定の新築建

築物に対する省エネ適合義務化が運用開始された等、省エネ規制が強化されたことを踏ま

え、連合会と連携して、省エネラベリングやグリーンリースについて、会員等への普及・

啓発を図った。 

b 省エネ法における貸事務所業のベンチマーク制度の平成３０年度からの開始に向けて、

国による制度設計に協力し、ビル業界としての意見を反映させた。また、当協会の対象事

業者向けに経済産業省担当官による合同説明会を開催した。（平成３０年２月） 

  

イ 「オフィスビル分野における低炭素社会実行計画」の推進 

a 地球環境委員会を中心として、経団連及び連合会と連携し「オフィスビル分野における

低炭素社会実行計画」を推進し、オフィスビルのエネルギー使用量削減数値目標達成に向

けて「会員ビルのエネルギー使用量調査」（平成２９年１０月）を実施した。 

b 「低炭素社会づくり推進キャンペーン」講演会（平成３０年１月）を開催（別紙２）す

るとともに環境対策に優れたビル等の見学会を開催して会員に対する最新技術等の普及に

努めた。 

 

 

ウ 東京都の地球環境施策への対応 

 東京都の委員会である「中小テナントビル低炭素パートナーシップ」に参加し、中小ビル

の省エネ支援策の推進に協力した。  



 

⑦ 中小ビル振興に関する活動 

ア 中小ビルの経営戦略に関する検討 

 中小ビル事業委員会を中心として、連合会と連携し「これからの中小ビルの経営戦略アン

ケート」を実施し、「中小ビルの経営を考える集い」においてその研究成果を発表するとと

もに地方５協会の代表によるパネルディスカッションにおいて中小ビルの経営戦略について

議論を進めた。（平成２９年６月） 

 

イ 長期修繕計画に関する実態調査の実施 

中小ビル事業委員会を中心として、連合会と連携し、会員所有ビルにおける修繕時期や費

用等の実態調査を実施（平成３０年１月）し、中小ビル向けの簡易な長期修繕計画作成シス

テムの開発に協力した。 

 

ウ 未来研究会の活動 

 次世代の中小ビル経営者がオフィスビルの将来ビジョンや経営課題を検討するための「未来研

究会」活動を推進し、ビル見学や講演会などを行なった。（平成２９年６月、９月、１２月） 

  

３．調査・研究活動 

（１）調査・研究活動の実施 

ビル実態調査やビル経営動向調査などを実施した。 

 

（２）調査事業の見直し 

税制・企業経営委員会を中心として、連合会と連携し、現行の調査事業において会員の調

査への負担感が高まる等の課題が生じているため、ビル事業者にとって真に必要とされ、社

会的意義がある調査内容に絞ることとし、ビル実態調査の項目の見直しをはかるとともに、

すべての調査事業を平成３０年度からビル実態調査に一本化することとした。 

  

４．国際交流活動 

 ビル事業の国際化に対応して、国際委員会を中心に海外の友好団体との交流を図り、海外

諸都市におけるビル関連情報の収集を行なった。 

 

（１）BOMAインターナショナル 

 連合会と連携して第１１０回総会（米国ナッシュビル）に参加し、各国のビル経営者と意

見交換を行なうとともにシカゴのビル事情を視察した。（平成２９年６月）  

 

                              



 

（２）世界不動産連盟（FIABCI） 

 第６８回総会（アンドラ）に不動産関係団体と連携して参加した。（平成２９年５月） 

 

（３）ロンドンのオフィスビル視察研修 

 中小ビル事業委員会及び国際委員会を中心にロンドンの視察研修を行ない、オフィスビル

の運営状況、ビル市況、ロンドンオリンピック・レガシー等に関する情報収集を行なった。

（平成２９年１０月） 

 

（４）韓国ビル経営協会 

 韓国ビル経営協会の訪日に際して会員ビルを紹介するとともにビル経営に関する意見交換

を行なった。（平成２９年３月） 

 

５．組織活動 

（１）会員増強活動等 

 組織・広報活動委員会を中心に会員増強活動に努め、平成２９年度末の会員数は前年度末

から３社増加して３１２社となった。 

 ホームページに会員ビル紹介マップを開設するなど広報活動の活発化、会員間情報交流の

充実、会員マークの活用などにより会員の増強に努めるとともに連合会と連携してビル事業

に関する調査研究を推進し、社会への情報発信や国への政策提言などにより協会の社会的価

値の向上に努めた。 

  

（２）総会及び理事会 

①第４８回定時総会において、役員選任決議、平成２８年度事業報告及び決算並びに平成 

２９年度事業計画及び予算の審議を行なった。（平成２９年４月） 

 

②定例理事会において定款により理事会で議決又は承認すべき事項等について審議した。（平

成２９年３月、７月、９月、１１月、３０年２月） 

 

（３）連合会代議員の改選 

 当年度は連合会代議員の改選年に当たることから、代議員選挙管理規程に則り公正に代議

員選挙を行った。 

 

（４）組織活動 

①連合会の中核団体として連合会活動に貢献するとともに他の地方協会と連携し、オフィス

ビルの課題解決に向けた諸活動を推進した。 



 

②各委員会において所管事務を推進した。総務委員会は新規入会会員の審査を行い、財務委

員会は事業計画及び事業報告の作成並びに予算及び決算の調製を行った。その他の委員会の

主な活動は本文記載のとおりである。 

 

③各委員会が所管事務について他の地方協会と緊密に情報交換を行ったほか、管理委員会は

大阪協会とともに「東西合同管理・技術委員会」を開催した。 

（平成２９年４月 テーマ「長周期地震対策の現状と今後の課題」及び「エネルギー自由化に

伴う対応」、１０月 テーマ「テナント満足度を高めるためのハード面、ソフト面での対応」） 

 

（５）広報・会員サービス活動 

 組織・広報活動委員会を中心として広報・会員サービス活動を推進した。  

 

①機関誌「BUILDING TOKYO」 

会員にビル関連情報や最新の行政情報、賛助会員の技術情報などを分かりやすく提供する

とともに各方面に機関誌を配布して協会活動を社会に周知した。   

 

②ホームページ 

新たに会員ビルの紹介マップを開設するなど、会員向けに協会の活動内容やビルに関連す

る政策動向などを迅速に提供した。また、協会の主催イベント、刊行物等を紹介して社会へ

の周知に努めた。 

 

③メールニュース 

 メールニュースを配信して講演会・見学会の開催情報などを会員に的確に提供した。 

 

④講演会及びビル見学会  

ビル経営に関連の深い法制度やビルの安全に関する課題などの情報を会員に提供し、地球

環境対策などが優れたビルを会員に紹介するため講演会及びビル見学会を開催した。 

（別紙２）  

 

⑤ビルキョウサロンなど 

 ビル事業に関する最新情報を提供し、会員相互の交流を図るため「ビルキョウサロン」及

び「エグゼクティブサロン」を開催した。（別紙３） 

 新年賀詞交歓会（平成３０年１月）及び懇親ゴルフ会（平成２９年５月、１０月）を開催

し、会員間の親睦を図った。  

 



 

⑥共同購買事業等 

  会員がビル管理用品や資材を低廉な価格で購入できる共同購買事業を実施した。また、ビ

ルの経営事項等に関する会員からの相談に適宜対応した。 

 

（６）関係団体との連携  

 （一財）日本ビルヂング経営センターが実施するビル経営管理士試験、ビル経営管理講座

などの事業運営に協力するとともに各方面にビル経営管理士の活用を働きかけた。 

 連合会と連携して（公社）全国ビルメンテナンス協会、（公財）日本建築衛生管理教育セ

ンター及び（一財）日本ビルヂング経営センターとビル事業に関する情報・意見交換を行な

った。（平成２９年７月）  

                           

                                   

                                                          

                                                                       



 

                                    別紙１ 

            主な関係審議会及び団体等 

１．官公庁関係 

[国土交通省]  

 全国バリアフリーネットワーク会議・関東管内バリアフリーネットワーク会議、バリアフ

リー法及び関連施策のあり方に関する検討会、住宅・建築物のエネルギー消費性能の実態等

に関する研究会、建築物新省エネ基準検討委員会非住宅事業者SWG、ESG投資の普及促進に向

けた勉強会、商業用不動産に係る情報基盤の充実に向けた勉強会、長周期地震動に関する情

報検討会WG 

 [経済産業省] 

 総合資源エネルギー調査会工場等判断基準ワーキンググループ 

 産業サイバーセキュリティ研究会ＷＧ１ ビルＳＷＧ 

[環境省]  

 エコチューニングビジネスモデル確立検討会、中央環境審議会フロン類等対策小委員会、

フロン類対策の今後のあり方に関する検討会、住宅・建築物の低炭素化促進事業 検証・評

価委員会、公共建築物等の省エネ化に係る連携方策等勉強会 

[厚生労働省]  

 厚生科学審議会生活環境水道部会 

[総務省消防庁] 

 予防行政のあり方に関する検討会  

[東京都]  

 安全・安心まちづくり協議会、耐震化推進都民会議、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震

化促進に向けた検討委員会、耐震改修評価委員会、建築安全マネジメント推進協議会、中小

テナントビル低炭素パートナーシップ、火災予防審議会、大規模用消防計画の見直し検討部

会、駐車対策協議会 

２．団体関係   

[（一財）エネルギー総合工学研究所] 、[（一財）建築環境・省エネルギー機構]、［（一財）

建築物管理訓練センター］、［世界不動産連盟日本支部］、［（公社）全国ビルメンテナン

ス協会］、[知的オフィス環境推進協議会] 、［定期借家権推進協議会］、［（公財）東京防

災救急協会］、［（一財）土地総合研究所］、［（一社）日本エレベーター協会］、[（一社）

日本経済団体連合会]、[（公財）日本建築衛生管理教育センター]、[（一財）日本建築防災

協会]、[（一社）日本サステナブル建築協会]、[（一社）日本消火装置工業会]、[日本消防

検定協会]、[（一財）日本消防設備安全センター]、[（一社）日本電気協会関東支部]、 

[日本電気計器検定所]、 [（一社）日本ビルエネルギー総合管理技術協会]、［（一社）不動

産協会］、[（公社）ロングライフビル推進協会]    



 

                                    別紙２ 

１．講演会 

① 「オフィスビルの耐震化推進講演会」（９月６日） 

 概要：テーマ「広域で防災を考える」 

「首都直下地震にどう備えるか？ －首都圏の地震防災の現状と課題－」 

      内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（調査・企画担当）廣瀬 昌由氏 

    「東京都における建築物の耐震化の取組み」 

      東京都都市整備局 耐震化推進担当部長 飯泉 洋氏 

    「東京駅周辺防災隣組の活動について」 

       東京駅周辺防災隣組 副代表、（一財）都市防災研究所 理事 守 茂昭氏 

｢交通ターミナルを持つWTCビルの帰宅困難者対応～東日本大震災当日の実際と以

降の対応～｣ 

      ㈱ 世界貿易センタービルディング 理事 丸山 淳二氏 

②「オフィスビル分野における低炭素社会づくり推進キャンペーン」（１月３０日） 

 概要：「地球温暖化対策の中長期動向を展望する」 

       キャノングロバール戦略研究所 上席研究員 杉山 大志氏 

     「知的生産性、健康性、省エネを両立させるスマートオフィスを考える」 

       早稲田大学 建築学科教授 田辺 新一氏 

「赤坂インターシティAIRにおける環境対策への取組み」 

       新日鉄興和不動産㈱ビル事業本部都市開発部マネジャー 小松 洋平氏 

「建築・都市分野における東京ガスの省エネラベリング等への取組み」 

       東京ガス㈱エネルギー企画部 エネルギー計画グループ 係長 笹本 太郎氏 

２．ビル見学会 

① ザ・パークレックス日本橋馬喰町見学会（３月１６日） 

② 大手町パークビルディング（４月２８日） 

③ ＧＩＮＺＡ ＳＩＸ（５月１０日） 

④ ３１ＶＥＮＴＵＲＥＳ Clipsニホンバシ（６月１９日） 

⑤ イトーキ東京イノベーションセンターＳＹＮＱＡ（７月２０日） 

⑥ 日本リージャス社コワーキングオフィス「ＳＰＡＣＥＳ大手町」（７月２６日） 

⑦ 渋谷キャスト（８月３日） 

⑧ 日比谷パークフロント（８月２４日） 

⑨ 赤坂インターシティＡＩＲ（９月２８日） 

⑩ 目黒セントラルスクエア「オフィス棟」（１１月２７日） 

⑪ 上野フロンティアタワー（１２月６日） 



 

                                   別紙３ 

１．ビルキョウサロン 

①３月２１日「特許技術による配管寿命診断のご提案」 

田中 芳章氏（札幌施設管理㈱） 

②４月１８日「ビルのネズミ駆除と侵入対策のご提案」 

小松 謙之氏（㈱シー・アイ・シー） 

③５月１６日「既存建物における開口部の省エネ改修と費用対効果」 

高田 恭良氏（㈱フューチャーウインドウズ） 

④６月２０日「PCB廃棄物の早期処理に係る取組み及び支援制度について」 

福井 和樹氏（環境省産業廃棄物課） 

⑤７月１８日「土嚢に代わる次世代型緊急洪水防護システム ボックスウオール」 

吉本 孝彦氏（ガデリウス・インダストリー㈱ ） 

⑥９月１９日「地下駐車場換気装置用CO2センサ制御システムのご提案」 

中山 正樹氏（新コスモス電機㈱） 

⑦１０月１７日「相続対策“共同出資型不動産”のご案内」 

瀬戸 健二氏（㈱コスモスイニシア） 

⑧１１月２１日「三菱地所グループのビルオーナー様向けソリューション」 

中島 哲也氏（三菱地所㈱）、河向 昭氏（㈱三菱地所設計）、 

鶴見 弘一氏（三菱地所レジデンス㈱） 

⑨１２月１９日 落語鑑賞会 立川小談志 師匠 

⑩２月２０日 「ＰＣＢ使用製品の廃棄等で新たな提案」 

        新田 昂一氏（新栄不動産ビジネス㈱） 

２．エグゼクティブサロン 

①８月１日「変わる働き方、将来のオフィス需要の方向性」 

      中山 善夫氏（㈱ザイマックス総合研究所） 

②２月９日「わが国におけるファシリティマネジメントの普及・発展について」 

成田 一郎氏（（公社）日本ファシリティマネジメント協会） 

「テナントオフィスビル市況 ～2018年の行方～」 

今関 豊和氏(㈱三幸エステート） 

「近未来オフィス＆オフィスビルの行方！ ～オフィスビル2030で予測した未

来度進捗検証～」 

本田 広昭氏（㈱オフィスビルディング研究所） 

 


